
平成２５年度　熊本県高等学校総合体育大会カヌー競技大会　
決勝一覧表 平成２５年５月３１日～６月１日　熊本県菊池市斑蛇口湖ボート場

順位 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位
種目 （８点） （７点） （６点） （５点） （４点） （３点） （２点） （１点）

たぐち こうへい ふじた　せいや やまもと じゅんき いけなえ たいき とよなが　まさと むらかみ しょうへい さの ひかる たけもと だい

　 田口　晃平 藤田  誠也 山本　純輝 池苗　大樹 豊永　理人 村上　翔平 佐野　光 嶽本　大
Ｋ－１ 水俣・水俣工業高校 水俣・水俣工業高校 球磨工業高校 水俣・水俣工業高校 人吉高校 水俣・水俣工業高校 人吉高校 球磨工業高校

1’55 ” 11 1’55 ” 34 1’56 ” 71 1’58 ” 21 1’59 ” 42 2’00 ” 53 2’00 ” 92 2’04 ” 16
さの ひかる いけなえ　たいき いとう けいじろう たけもと だい ふちがみ　こうへい おがた こうすけ にし だいし うえむら けいたろう

　 佐野　光 池苗　大樹 伊藤圭二郎 嶽本　大 渕上　晃平 尾方　康介 西　大志 上村　啓太朗
とよなが まさと たぐち　こうへい ふじた せいや やまもと じゅんき まえだ だいき みやざき としあき かしもと ふみや かみみずたる こうき

Ｋ－２ 豊永　理人 田口　晃平 藤田  誠也 山本　純輝 前田　大輝 宮崎　俊彰 樫本　章椰 上水樽　昂樹
人吉高校 水俣・水俣工業高校 水俣・水俣工業高校 球磨工業高校 水俣・水俣工業高校 人吉高校 球磨工業高校 球磨工業高校

1’48 ” 05 1’48 ” 28 1’52 ” 76 1’53 ” 51 1’53 ” 75 1’55 ” 79 1’56 ” 85 1’57 ” 99
いとう けいじろう さの　ひかる たけもと だい ふちがみ こうへい にし だいし

伊藤圭二郎 佐野　光 嶽本　大 渕上　晃平 西　大志    
ふじた せいや とよなが　まさと やまもと じゅんき まえだ だいき とよなが　りょう

藤田  誠也 豊永　理人 山本　純輝 前田　大輝 豊永　亮    
Ｋ－４ いけなえ たいき おがた　こうすけ かしもと ふみや ふるさと そういちろう かみみずたる　こうき

池苗　大樹 尾方　康介 樫本　章椰 古里　聡一朗 上水樽　昂樹    
たぐち こうへい みやざき　としあき うえむら けいたろう むらかみ しょうへい はますな　しょうご

田口　晃平 宮崎　俊彰 上村　啓太朗 村上　翔平 濱砂　翔吾    
水俣・水俣工業高校 人吉高校 球磨工業高校 水俣・水俣工業高校 球磨工業高校

1’40 ” 35 1’40 ” 93 1’47 ” 20 1’48 ” 17 1’53 ” 23 ’ ” ’ ” ’ ” 
たけざき よしひろ いでぐち　よしや にしだ ひろき ひろた ゆういち いんどう　としき つねまつ ともき たかぎ そういちろう つるた まさひろ

　 竹崎　芳熙 出口　由也 西田　熙貴 廣田　裕一 犬童　俊樹 恒松　知輝 髙木　惣一朗 鶴田　将大
Ｃ－１ 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校

2’03 ” 57 2’05 ” 20 2’05 ” 98 2’06 ” 38 2’07 ” 05 2’10 ” 80 2’16 ” 68 2’17 ” 92
にしだ ひろき たけざき　よしひろ いんどう としき たかぎ そういちろう みやはら　よしき こがの しゅんた

　 西田　熙貴 竹崎　芳熙 犬童　俊樹 髙木　惣一朗 宮原　誉季 古賀野俊太   
ひろた ゆういち いでぐち　よしや つねまつ ともき いがわ こうき あかいけ　あきひで つるた まさひろ

Ｃ－２ 廣田　裕一 出口　由也 恒松　知輝 井川　光希 赤池　晃英 鶴田　将大   
球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校

1’57 ” 91 1’58 ” 24 2’02 ” 30 2’10 ” 09 2’11 ” 88 2’16 ” 59 ’ ” ’ ” 
たけざき よしひろ  

　 竹崎　芳熙        
にしだ ひろき  

　 西田　熙貴        
ひろた ゆういち  

 廣田　裕一        
いでぐち よしや  

Ｃ－４ 出口　由也        
球磨工業高校  

1’50 ” 69 ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” 
ながた はるか ふじい　えりな まつなが あゆり おがた もえり たにぐち　みき かねこ そうか たけした ゆめの よこやま あゆみ

　 永田　春佳 藤井　恵理奈 松永　あゆり 尾方　萌利 谷口　美貴 金子　颯華 竹下　夢乃 横山　碧海
ＷＫ－１ 球磨工業高校 水俣・水俣工業高校 水俣・水俣工業高校 人吉高校 水俣・水俣工業高校 水俣・水俣工業高校 水俣・水俣工業高校 人吉高校

2’05 ” 60 2’09 ” 60 2’14 ” 70 2’19 ” 07 2’19 ” 56 2’19 ” 91 2’20 ” 99 2’25 ” 83
まつなが あゆり かねこ　そうか おがた もえり うえむら みずき さた あかり

　 松永　あゆり 金子　颯華 尾方　萌利 上村　瑞紀 佐田　明加理    
ふじい えりな たけした　ゆめの よこやま あゆみ たにぐち みき うえむら　まなみ

ＷＫ－２ 藤井　恵理奈 竹下　夢乃 横山　碧海 谷口　美貴 上村　愛実    
水俣・水俣工業高校 水俣・水俣工業高校 人吉高校 水俣・水俣工業高校 人吉高校

2’08 ” 34 2’10 ” 91 2’12 ” 58 2’14 ” 89 2’38 ” 30 ’ ” ’ ” ’ ” 
まつなが あゆり おがた　もえり

　 松永　あゆり 尾方　萌利       
ふじい えりな よこやま　あゆみ

藤井　恵理奈 横山　碧海       
かねこ そうか さた　あかり

金子　颯華 佐田　明加理       
たけした ゆめの うえむら　まなみ

ＷＫ－４ 竹下　夢乃 上村　愛実       
水俣・水俣工業高校 人吉高校

1’57 ” 83 2’09 ” 60 ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” 

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位
球磨工業 水俣・水俣工業 人吉 水俣・水俣工業 人吉 球磨工業
102 点 53 点 24 点 50 点 23 点 8 点

18年連続18回目 2年連続10回目

１位は、平成２５年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技会、第２９回全国高等学校カヌー選手権大会へ出場決定。　大分県豊後高田市　真玉Ｂ＆Ｇ海洋センター
期日：平成２５年７月３１日（水）開会式、１日（木）～４日（日）

シングル４位まで、ペア３位まで、フォア２位までは、平成２５年度全九州高等学校体育大会、第１０回全九州高等学校カヌー競技大会へ出場決定。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県久留米市　筑後川特設カヌー競技場

期日：平成２５年６月１４日（金）開会式、１５日（土）～１６日（日）

男子総合 女子総合


